
◆《東京都》お見合い場所リスト
＜注意点＞お見合いご利用の際は必ず事前にHPもしくはお電話にて確認の上ご利用ください
No 都道府県 最寄り駅 施設名（ホテル名） フロア ラウンジ・カフェ名称 電話番号 URL

1 東京都 赤坂 ANAインターコンチネンタルホテル東京 3階 シャンパン・バー 03-3505₋1185 https://anaintercontinental-tokyo.jp/dine/champagne-bar/

2 東京都
赤坂
溜池山王

ANAインターコンチネンタルホテル東京 2階 アトリウムラウンジ 03-3505-1185 http://www.anaintercontinental-tokyo.jp/rest/atrium.html

3 東京都
赤坂
溜池山王

ANAインターコンチネンタルホテル東京 36階 MIXX バー＆ラウンジ 03-3505-1185 https://anaintercontinental-tokyo.jp/dine/mixx-bar-lounge/

4 東京都 赤坂見付 ホテルニューオータニ ガーデンタワー 6階  ガーデンラウンジ 03-5226-0246 https://www.newotani.co.jp/tokyo/restaurant/gardenlounge/

5 東京都 浅草 浅草ビューホテル 1階 THE LOUNGE 03-3842-3351 https://www.viewhotels.co.jp/asakusa/restaurant/lounge/

6 東京都 池袋 池袋⻄武 4階 千⽦屋総本店 池袋⻄武店 03-5949-2107 https://www.sembikiya.co.jp/shop-list/ikebukuro

7 東京都 池袋 タカセ 池袋本店   9階 コーヒーラウンジ 03-3971-0211 https://takase-yogashi.com/honten/

8 東京都 池袋 東京芸術劇場 2階 Bicerin（ビチェリン） 03-3981-0808 https://akr1443480517.owst.jp/

9 東京都 池袋 ホテルメトロポリタン 2階 メザニンラウンジ「すずかけ」 03-3980-1111 https://ikebukuro.metropolitan.jp/restaurant/list/suzukake/index.html

10 東京都 上野 東京文化会館  1階 カフェ・ヒビキ 03-3821-9151 https://www.seiyoken.co.jp/restaurant/t-bunka/hibiki.html

11 東京都 上野 ホテルパークサイド 10階 バーラウンジ「パークトップ」 03-3836-5715 https://www.parkside.co.jp/facilities/

12 東京都 恵比寿 ウェスティンホテル東京 1階 ロビーラウンジ「ザ・ラウンジ」 03-5423-7287 https://www.theloungetokyo.com/jp

13 東京都 恵比寿 ウェスティンホテル東京 22階 スカイラウンジ「コンパスローズ」 03-5423-7283 http://www.ibjapan.com/topics/westin-tokyo/access.pdf

14 東京都 恵比寿 ウエスティンホテル東京 1階 ザ・バー 03-5423-7285 https://www.thebartokyo.com/jp

15 東京都 恵比寿 ホテルエクセレント恵比寿  2階 カフェレ＆ストラン「マーブル」 03-5458-5776 http://hotelexcellent.jp/restaurant/marble/

16 東京都 大崎 ニューオータニイン東京 3階 ロビーフロア「ザ・ラウンジ」 03-3779-9180 http://www.newotani.co.jp/inntokyo/restaurant/lounge/index.html

17 東京都 大手町 アマン東京 33階 ザ・ラウンジbyアマン 03-5224-3339 https://www.aman.com/ja-jp/resorts/aman-tokyo/the-lounge-by-aman

18 東京都 大手町 ＫＫＲホテル東京 1階 ラウンジ「ロイヤル」 03-3287-2921 https://www.kkr-hotel-tokyo.gr.jp/restaurant/royal/

19 東京都 大手町 日本生命 丸の内ガーデンタワー 1階 TRATTORIA CREATTA（トラットリア クレアッタ） 03-3284-0020 https://www.creatta.tokyo/

20 東京都 大手町 パレスホテル東京 1階 ロビーラウンジ「ザ パレス ラウンジ」 03-3211-5309 http://www.palacehoteltokyo.com/restaurant/the-palace-lounge/

21 東京都 御茶ノ水 ホテル東京ガーデンパレス 1階 レストラン「オーロラ」 03-3813-6218 https://www.hotelgp-tokyo.com/rest/aurora.html

22 東京都 表参道 AOビル 2階 「GERBEAUD」東京本店 03-3499-0099 http://gerbeaud.jp/

23 東京都 表参道 スパイラル 1階 スパイラルカフェ 03-3498-5791 https://www.spiral.co.jp/shoplist/spiral_cafe

24 東京都 大森 大森 東急REI ホテル 3階 ラウンジ「モンシェリー」 03-3768-0109 https://www.tokyuhotels.co.jp/omori-r/restaurant/moncheri/index.html

25 東京都 吉祥寺 吉祥寺第一ホテル 2階 アトリウムラウンジ 0422-21-9814 https://www.hankyu-hotel.com/hotel/dh/kichijojidh/restaurants/atrium_lounge

26 東京都 錦糸町 鈴木ビル 7階 レストラン「レジーナ」 050-5589-2203 http://regina.spmm.jp/index.html

27 東京都 錦糸町 東武ホテル レバント東京 1階 ロビーラウンジ「クリスタルムーブメント」 03-5611-5620 https://www.tobuhotel.co.jp/levant-restaurant-bar/crystalmovement/

28 東京都 錦糸町 東武ホテル レバント東京 24階 スカイツリービューレストラン＆バー「簾」 03-5611-5591 https://www.tobuhotel.co.jp/levant-restaurant-bar/ren/

29 東京都 銀座 GINZASIX 13階 ラウンジ「THE GRAND LOUNGE」 03-6263-9740 http://www.grandginza.com/lounge/

30 東京都 銀座 コートヤードマリオット銀座東武ホテル 1階  ラウンジ「オアシス」 03-3546-0111 https://www.tobuhotel.co.jp/ginza/restaurants/oasis.php

31 東京都 銀座 ハイアット セントリック 銀座 東京 3階 NAMIKI667 03-6837-1300 https://namiki667.com/

32 東京都 銀座 ホテルグレイスリー銀座 3階 ボンサルーテ 03-6858-1030 https://gracery.com/ginza/restaurant/

33 東京都 銀座 ロイヤルクリスタル銀座 B1F ロイヤルクリスタルカフェ 03-3569-1188 http://royalcrystalcafe.com/

34 東京都 銀座 三井ガーデンホテル   銀座プレミア 16階 Cocktail KARIN（カクテルカリン） 03-3543-3153 https://www.gardenhotels.co.jp/ginza-premier/restaurant/

35 東京都 九段下 ホテルグランドパレス 23階 クラウンラウンジ 03-3264-1111 http://www.grandpalace.co.jp/restaurant/lounge.html

36 東京都 九段下 ホテルグランドパレス 1階 レストラン＆カフェ「カトレア」 03-3264-1111 https://www.grandpalace.co.jp/restaurant/cattleya.html

37 東京都 国会議事堂 ザ・キャピトルホテル 東急 3階 ホテルラウンジ「ORIGAMI」 03-3503-0872 http://www.capitolhoteltokyu.com/ja/restaurant/lounge/index.html



38 東京都 汐留 コンラッド東京 28階 バー&ラウンジ「トゥエンティエイト」 03-6388-8745 http://www.conradtokyo.co.jp/restaurants/twentyeight

39 東京都 汐留 パークホテル東京 25階 アートラウンジ 03-6252-1166 https://parkhoteltokyo.com/ja/dining/art-lounge/

40 東京都 芝公園 ザ・プリンスパークタワー東京 1階 ロビーラウンジ 03-5400-1111 http://www.princehotels.co.jp/parktower/restaurant/lobbylounge/

41 東京都 品川 アワーズイン阪急シングル館  3階 カフェ＆バー「ザ・ガーデン」 03-3775-6121 https://www.oursinn-hankyu.co.jp/ja/service/café

42 東京都 品川 グランドプリンスホテル高輪 1階 ラウンジ 光明 03-3447-1139 https://www.princehotels.co.jp/takanawa/restaurant/komyo/

43 東京都 品川 グランドプリンスホテル新高輪 1階 ラウンジ「Lounge Momiji」 03-3447-1139 http://www.princehotels.co.jp/newtakanawa/restaurant/momiji/

44 東京都 品川 シナガワグース 3階 ガーデンカフェ ウィズ テラスバー 03-5447-1151 https://www.landmark-tokyo.com/restaurant/gardencafe.html

45 東京都 品川 ストリングスホテル東京インターコンチネンタル 26階 イタリアングリル「メロディア」 03-5783-1258 https://intercontinental-strings.jp/restaurant/dining_room/

46 東京都 品川 品川プリンスホテル イーストタワー 1階 カフェレストラン24 03-5421-1114 http://www.princehotels.co.jp/shinagawa/restaurant/24/

47 東京都 品川 品川プリンスホテル メインタワー 2階 ラウンジ「マウナケア」 03-3440-1111 http://www.princehotels.co.jp/shinagawa/restaurant/maunakea/

48 東京都 品川 品川プリンスホテル メインタワー 39階 TABLE 9 TOKYO 03-5421-1114 https://www.princehotels.co.jp/shinagawa/restaurant/contents/table9tokyo/#global_wrapper

49 東京都 渋谷 渋谷 エクセルホテル東急 5階 ラウンジ「エスタシオン カフェ」 03-5457-0133 https://www.shibuya-e.tokyuhotels.co.jp/ja/restaurant/estacion/index.html

50 東京都 渋谷 渋谷 東急REIホテル 地下1階 レストラン「ハシュハシュ」 03-3498-0173 https://www.tokyuhotels.co.jp/shibuya-r/restaurant/index.html

51 東京都 渋谷 セルリアンタワー東急ホテル 1階 ガーデンラウンジ 坐忘（ZABOU) 03-3476-3439 https://www.ceruleantower-hotel.com/restaurant/zabou/

52 東京都 渋谷 セルリアンタワー東急ホテル  40階 タワーズバー「BELLOVISTO」 03-3476-3398 https://www.tokyuhotels.co.jp/cerulean-h/restaurant/bellovisto/index.html

53 東京都 渋谷 ホテルエミット渋谷 2階 エミット カフェ シブヤ 03-6455-0562 https://www.hotelemit-shibuya.jp/cafe/

54 東京都 新宿 セントラルホテル東京 2階 レストラン＆バー「ザ・クレッセント」 03-3354-6611 http://www.central-h-tokyo.co.jp/restaurant/

55 東京都 新宿 パークハイアット東京 41階 ピークラウンジ 03-5323-3461 https://www.hyatt.com/ja-JP/hotel/japan/park-hyatt-tokyo/tyoph/dining

56 東京都 新宿 ハイアットリージェンシー東京 1階 ラウンジ 03-3348-1234 http://www.hyattregencytokyo.com/restaurant/lounge/tabid/113/Default.aspx

57 東京都 新宿 ハイアットリージェンシー東京 2階 カフェ 03-3348-1234 https://www.hyattregencytokyo.com/restaurant/caffe/tabid/109/Default.aspx

58 東京都 新宿 ハイアットリージェンシー東京  3階 バー「オードヴィー」 03-3348-1234 https://www.hyattregencytokyo.com/restaurant/eaudevie/tabid/115/Default.aspx

59 東京都 新宿 ヒルトン東京 1階 ラウンジ「マーブルラウンジ」 03-3344-5111 https://www.hiltontokyo.jp/restaurants/marble_lounge

60 東京都 新宿 ヒルトン東京 2階 バー＆ラウンジ「ZATT（ザッタ）」 03-3344-5111 http://www.hiltontokyo.jp/restaurants/zatta

61 東京都 新宿 ホテルサンルートプラザ新宿 1階 イタリアンレストラン「VILLAZA」 03-5352-6318 http://villazza.jp/shinjuku/index.html

62 東京都 新宿 ホテルローズガーデン新宿 1階  In the Garden 135 03-3360-1533 http://www.hotel-rosegarden.jp/restaurant/garden135.html

63 東京都 新宿 京王プラザホテル 南館 2階 メインバー「ブリアン」 03-3344-0111 http://www.keioplaza.co.jp/restaurant/list/brillant

64 東京都 新宿 京王プラザホテル 本館 2階 オールデイダイニング「樹林」 03-3344-0111 https://www.keioplaza.co.jp/restaurant/list/jurin

65 東京都 新宿 京王プラザホテル 本館 3階 カクテル＆ティーラウンジ 03-3344-0111 https://www.keioplaza.co.jp/restaurant/list/ct

66 東京都 新宿 京王プラザホテル 本館 3階 アートラウンジ「デュエット」 03-3344-0111 https://www.keioplaza.co.jp/restaurant/list/duet

67 東京都 新宿 京王プラザホテル 本館 45階 スカイラウンジ「オーロラ」 03-3344-0111 http://www.keioplaza.co.jp/restaurant/aurora/index.html

68 東京都 新宿 小田急ホテルセンチュリーサザンタワー 20階 ラウンジ「サウスコート」 03-5354-2152 https://www.southerntower.co.jp/restaurant_lounge/southcourt/

69 東京都 新宿 新宿NSビル 1階 ROSE＆CROWN 080-0170-1655 https://www.dynac-japan.com/shop/roseandcrown/shinjuku/

70 東京都 新宿 新宿ワシントンホテル 本館 3階  カフェ＆バー 「バロン 」 03-3344-6109 http://www.shinjyuku-wh.com/restaurant/bar_baron.html

71 東京都 新宿 ホテルオークラ東京 48階 スカイラウンジ オーキッド倶楽部 03-3505-6069 https://theokuratokyo.jp/dining/list/orchid/

72 東京都 新橋 ロイヤルパークホテル 東京汐留 24階 バー・ラウンジ「THE BAR」 03-6253-1130 https://www.the-royalpark.jp/the/tokyoshiodome/restaurant/bar/

73 東京都 新橋 第一ホテル東京 1階 ロビーラウンジ 03-3596-5667 https://www.hankyu-hotel.com/hotel/dh/dhtokyo/restaurants/lobby_lounge

74 東京都 新橋 第一ホテル東京 21階 ラウンジ21 03-3596-8619 https://www.hankyu-hotel.com/hotel/dh/dhtokyo/contents/restaurants/lounge21/

75 東京都 新橋 第一ホテル東京 2階 カフェバー「トラックス」 03-3596-5666 https://www.hankyu-hotel.com/hotel/dh/dhtokyo/restaurants/trax

76 東京都 新橋 第一ホテル東京・アネックス 地下1階 トラットリア「ラ・パランツァ」 03-3596-7877 https://www.hankyu-hotel.com/hotel/dh/dhtokyo/contents/restaurants/laparanza

77 東京都 水道橋 東京ドームホテル 1階  ロビーラウンジ「ガーデンテラス」 03-5805-2201 https://www.tokyodome-hotels.co.jp/restaurants/list/gardenterrace/

78 東京都 水天宮 ロイヤルパークホテル 1階 ロビーラウンジ「フォンテーヌ」 03-5641-3600 https://www.rph.co.jp/restaurants/fontaine/

79 東京都 立川 パレスホテル立川 1階 ラウンジ サロン・ドゥ・カフェ 042-527-1111 https://www.palace-t.co.jp/cafe.html

80 東京都 立川 パレスホテル立川 1階 レストラン「イルペペ」 042-527-1111 https://www.palace-t.co.jp/ilpepe.html



81 東京都 立川 パレスホテル立川 2階 バー ロイヤルオーク 042-527-1111 https://www.palace-t.co.jp/royaloak.html

82 東京都 ⽴川 ホテル日航立川 東京 1階 レストラン「All Day Dining 紗灯（シャトー）」 042-503-9100 https://hotelnikko-tachikawatokyo.jp/gallery/restaurant/

83 東京都 東京 シャングリ・ラ ホテル 東京  28階 ザ・ロビーラウンジ 03-6739-7877 http://www.shangri-la.com/jp/tokyo/shangrila/dining/bars-lounges/lobby-lounge/

84 東京都 東京 ゼックス東京 13階 The BAR & cafe 03-6266-0065 http://www.xexgroup.jp/tokyo

85 東京都 東京 パレスホテル東京 1階 ロビーラウンジ「ザ・パレスラウンジ」 03-3211-5309 http://www.palacehoteltokyo.com/restaurant/the_palace_lounge.php

86 東京都 東京 パレスホテル東京 6階 ラウンジバー「プリヴェ」 03-3211-5319 https://www.palacehoteltokyo.com/restaurant/lounge-bar-prive/

87 東京都 東京 フォーシーズンズホテル丸の内 7階 「MOTIF RESTAURANT & BAR」 03-5222-5810 http://www.fourseasons.com/jp/tokyo/dining/restaurants/motif_restaurant_and_bar/

88 東京都 東京 ホテルメトロポリタン丸の内サビアタワー  27階 ダイニング&バー 「テンクウ」 03-3211-0141 https://marunouchi.metropolitan.jp/restaurant/list/tenqoo/index.html

89 東京都 東京 丸の内ホテル 7階 バー＆カフェ「ル・コネスール」 03-3215-5555 https://www.marunouchi-hotel.co.jp/restaurant/lu/

90 東京都 東京 新丸ビル 5階 AWキッチン東京 新丸ビル店 03-5224-8071 http://www.eat-walk.com/maru/

91 東京都 東京 東京ステーションホテル 1階 ロビーラウンジ 03-5220-1260 https://www.tokyostationhotel.jp/restaurants/lobbylounge/

92 東京都 東京 東京ステーションホテル 2階 バー&カフェ「カメリア」 03-5220-1951 http://www.tokyostationhotel.jp/restaurants/camellia/

93 東京都 永田町 ホテルニューオータニ 6階 ガーデンラウンジ 03-5226-0246 http://www.newotani.co.jp/tokyo/restaurant/gardenlounge/index.html

94 東京都 台場 グランドニッコー東京 台場 2階 ロビーカフェ「The Lobby Cafe」 03-5500-4550 https://www.tokyo.grandnikko.com/restaurant/lobbycafe/

95 東京都 東京 新丸ビル 5階 AWキッチン東京 03-5224-8071 http://www.eat-walk.com/maru/index.html

96 東京都 東京 東京ステーションホテル 丸の内南ドーム 2階 TORAYA TOKYO 03-5220-2345 https://www.tokyostationhotel.jp/restaurants/torayatokyo/

97 東京都 東陽町 ホテル イースト21東京 2階 ロビーラウンジ 03-5683-5683 https://www.hotel-east21.co.jp/restaurant/lobby/

98 東京都 多摩センター 京王プラザホテル多摩 2階 ロビーラウンジ「デュエット」 042-374-5932 https://www.keioplaza.co.jp/tama/restaurant/menu/duet_dessert10

99 東京都 目⿊ ホテル雅叙園東京 1階 カフェラウンジ「パンドラ」 03-5434-3858 http://www.megurogajoen.co.jp/restaurants/pandora/

100 東京都 目白 ホテルメッツ目白 1階 イタリアンレストラン「フィオレンティーナ」 03-5985-0014 https://pscoop.jp/ft/

101 東京都 日暮里 ホテルラングウッド 1階 レストラン「セリオ」 03-3803-1234 https://www.hotellungwood.com/restaurant/serio/

102 東京都 日本橋 マンダリンオリエンタル東京 38階 オリエンタルラウンジ 0120-806-823 http://www.mandarinoriental.co.jp/tokyo/fine-dining/oriental-lounge/

103 東京都 八王子 京王プラザホテル八王子 1階 ロビーラウンジ 042-656-6721 https://www.keioplaza.co.jp/hachioji/restaurant/list/lobby

104 東京都 八王子 八王子ホテルニューグランド 本館 1階 レストラン「マリアージュ」 042-645-0015 https://www.hotel-newgrand.com/restaurant/

105 東京都 浜松町 世界貿易センタービル本館 39階 東京會舘 Bar 39 03-3435-2620 https://www.wtcbldg.co.jp/wtcb/facility/restaurant/restaurant35.html

106 東京都 半蔵門 ホテルグランドアーク半蔵門 1階 パティオ 03-3288-1636 https://www.grandarc.com/restaurant-list/patio/

107 東京都 日比谷 帝国ホテル 本館 17階 バーラウンジ「インペリアルラウンジ アクア」 03-3539-8186 http://www.imperialhotel.co.jp/j/tokyo/restaurant/imperial_aqua/

108 東京都 日比谷 帝国ホテル 本館 1階 ランデブーラウンジ・バー 03-3539-8045 https://www.imperialhotel.co.jp/j/tokyo/restaurant/rendezvous/

109 東京都 日比谷 帝国ホテル 本館 2階 オールドインペリアルバー 03-3539-8088 https://www.imperialhotel.co.jp/j/tokyo/restaurant/old_imperialbar/

110 東京都 六本木 ザ・リッツカールトン 1階 ザ・リッツ・カールトン カフェ＆デリ 03-6434-8711 https://www.ritzcarlton.com/jp/hotels/japan/tokyo/dining/cafe-deli

111 東京都 六本木 ザ・リッツカールトン 45階 ラ・ブティック 03-6434-8711 https://www.ritzcarlton.com/jp/hotels/japan/tokyo/dining/la-boutique

112 東京都 六本木 東京ミッドタウン プラザ 1階 ル・パン・コティディアン 03-6804-5879 https://www.tokyo-midtown.com/jp/restaurants/SOP0017010/

113 東京都 六本木 グランドハイアット東京 1階 イタリアン カフェ「フィオレンティーナ」 03-4333-8780 https://www.tokyo.grand.hyatt.co.jp/restaurants/fiorentina-italian-restaurant/

114 東京都 六本木 六本木ヒルズ クラブ 51階 オールデイダイニング＆バー「fifty-one」 03-6406-6010 https://www.roppongihillsclub.com/visitor/dfw/rhc/jp/restaurants/fiftyone.html

115 東京都 六本木 六本木ヒルズ ウェストウォーク 5階 ビキニシス 03-5770-5230 https://www.four-seeds.co.jp/brand/bikini_sis/

116 東京都 有楽町 ザ・ペニンシェラ東京 1階 ザ・ロビー 03-6270-2888 https://www.peninsula.com/ja/tokyo/hotel-fine-dining/the-lobby-afternoon-tea


